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ベイズ統計学はすでに 250 年以上の歴史があります。この間、ベイズ統計学は軽んじ
られ侮辱される一方で、それと同じくらい正当な評価も受けてきました*1 。最近の数十
年、統計学をはじめ、ほぼすべての科学・工学の分野の人々から、さらには学術以外の
分野の人々からも多くの注目を集めるようになりました。この復活は、ベイズ統計学の
理論的発展とともに計算的な発展に負うところがあります。現代のベイズ統計学は、ほ
とんど計算統計学なのです。柔軟で透明性のあるモデルの必要性と、統計的分析に関す
る多くの解釈が、このトレンドに貢献しています。
本書では、ベイズ統計学に対して実用的なアプローチを採用します。一方で、他の統
計パラダイムや、それとベイズ統計学との関係については、あまり注意を払いません。
本書の目的は、Python の助けを借りてベイジアンデータ分析について学ぶことです。
哲学的な議論は興味深いものですが、本書で議論できることを超えてもっと豊富な議論
が他書ですでに行われていますので、ここでは少ししか扱いません。
本書は、統計学に対してモデリングによるアプローチをとります。確率モデルを通じ
て考えることを学び、ベイズの定理を使ってモデルやデータから論理的帰結を導き出し
ます。そのアプローチは計算的でもあります。モデルは、PyMC3 を使ってそのコード
が作成されます。PyMC3 はベイズ統計学の素晴らしいライブラリであり、数学的な詳
細や計算部分でユーザーを煩わせません。ベイジアンメソッドは、理論的には確率論に
基づいています。したがって、ベイズ統計学の多くの本は多数の数式を伴い、あるレベ
ルの数学的素養を要求します。統計学の数学的な基礎を学ぶことは確かに良いモデルを
構築する助けになりますし、問題、モデル、結果についての直観を得るのに役立ちます。
それに対し、PyMC3 のようなライブラリは、適度な数学の知識でベイズ統計学を学び、
それを実行することを可能にしてくれます。読者は、本書の全体を通じてこのことを確
認できるでしょう。

*1

訳注：この辺りの歴史については、
シャロン・バーチュ・マグレイン 著、富永星 訳『異端の統計学ベイズ』草思社 (2013)
が参考になります。
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本書の対象読者
本書は、ベイズ統計のパラダイムに精通はしていないけれど、ベイジアンデータ分析
をどのように行うのかを学びたいと思っている学部学生、大学院生、科学者、データサ
イエンティストに向けて書かれています。
ベイズ統計学や他のパラダイムの統計学に関する事前知識は、前提としていません。
必要とされる数学的知識を最小限に抑え、それらすべての概念をコード、グラフ、文章
で記述し説明します。数式は、概念のより良い理解に役立つと思われる場合にのみ使い
ます。Python コード（プログラム）の作成方法に関する知識があることを前提としま
す*2 。NumPy、matplotlib、Pandas などの科学ライブラリ*3 に精通していることは役
に立ちますが、必須ではありません。

本書の構成
第 1 章「確率的に考える−−
−ベイジアン推論入門」
ベイズの定理、および、データ分析におけるその意味について説明します。その
後、ベイジアンの考え方を解説し、不確実性を扱うためになぜ確率が使われるの
か、どのように使われるのかについて説明します。この章は、第 2 章以降で使わ
れる基本的な概念を含んでいます。
第 2 章「確率プログラミング−−
− PyMC3 入門」
前章で解説した概念を再び取り上げ、より計算的な視野から説明します。PyMC3
ライブラリを紹介し、確率モデルを構築する際にそれをどう使うか、事後分布か
らのサンプリングによる結果をどう得るのか、サンプリング結果の正当性をどの
ように診断するのか、ベイジアンの結果をどのように分析し解釈するのかを学び
ます。

*2

訳注：本書に必要な Python パッケージについては、このすぐあとで著者が説明しています。また、
「訳
者まえがき」では Windows 環境、Linux 環境、Mac 環境へのインストールについて補足説明をし、さ
らにコードの実行方法についても説明しています。本書のすべてのコードは動作確認をしてありますの
で、Python は初めてという読者も恐れないでください。Python コードの作成方法を知らなくても、
本書のコードを実行し、ベイズ統計モデリングを学ぶことができます。なお、Python コードの作成方
法を学習したい読者には、

Al Sweigart 著、相川愛三 訳『退屈なことは Python にやらせよう』オライリージャパン (2017)
*3

をお薦めします。
訳注：Python 自体も含め、これらの科学ライブラリについては、
中久喜健司 著『科学技術計算のための Python 入門』技術評論社 (2016)
が参考になります。
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第 3 章「複数パラメータの取り扱いと階層モデル」
ベイジアンモデリングについて初歩的な説明をした上で、混合モデルに向けて複
雑さを加えていきます。階層モデルの利点を活かしながら、パラメータが二つ以
上ある場合のモデルをどう構築し、どう分析するのか、モデルに階層構造をどう
組み込むのかを学びます。
第 4 章「線形回帰モデルによるデータの理解と予測」
線形回帰が広範囲にわたって利用され、複雑なモデルの基礎をなしていることを
説明します。線形モデルを当てはめて回帰問題を解く方法、また、外れ値や多変
数を扱う方法を学びます。
第 5 章「ロジスティック回帰による結果変数の分類」
前章で学んだ線形モデルを一般化し、複数の入力変数と出力変数を伴うものを含
め、分類問題を解きます。
第 6 章「モデル比較」
統計学や機械学習において、モデル比較の一般的な難しさについて議論します。
また、情報量規準やベイズファクターの基礎にある理論、および、それらをモデ
ル比較のためにどう使うかを学びます。これらの方法の注意事項も説明します。
第 7 章「混合モデル」
単純なモデルを組み合わせて複雑なモデリングを行う方法について説明します。
これはモデルを更新するのに役立ち、前章で学んだモデルを再解釈することにも
役立ちます。また、データ分類やカウントデータを扱う際の諸問題についても議
論します。
第 8 章「ガウス過程」
ノンパラメトリック統計学と関連した、より上級のいくつかの概念を簡単に議論
することで、本書を締めくくります。カーネルとは何か、カーネル化された線形
回帰をどのように使うのか、回帰分析のためにガウス過程をどう使うのかといっ
たことが、主なテーマです。

表記法
本書では、複数の文字スタイルが使われています。それらは異なる種類の情報を区別
するためのものです。これらのスタイルのいくつかをここで示し、その意味を説明し
ます。
文章中のコード、データベース名、フォルダ名、ファイル名、ファイル拡張子、パス
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名、ダミーの URL、ユーザーによる入力文字列などは、次のように等幅フォントを使っ
て示します。
正しい方法で HPD を計算するために、関数 plot post を使います。
ひとまとまりのコードは、タイトルを付与して網をかけ*4 、等幅フォントで次のよう
に表記します。
コード 0.1

コードの表記例

n_params = [1, 2, 4]
p_params = [0.25, 0.5, 0.75]
x = np.arange(0, max(n_params)+1)
f, ax = plt.subplots(len(n_params), len(p_params), sharex=True, sharey=True)
for i in range(3):
for j in range(3):
n = n_params[i]
p = p_params[j]
y = stats.binom(n=n, p=p).pmf(x)
ax[i,j].vlines(x, 0, y, colors=’b’, lw=5)
ax[i,j].set_ylim(0, 1)
ax[i,j].plot(0, 0, label="n = {:3.2f}\np = {:3.2f}".format(n, p), alpha=0)
ax[i,j].legend(fontsize=12)
ax[2,1].set_xlabel(’$\\theta$’, fontsize=14)
ax[1,0].set_ylabel(’$p(y|\\theta)$’, fontsize=14)
ax[0,0].set_xticks(x)

コマンドラインの入力例や出力例は等幅フォントを使い、次のように書き表します。

conda install NamePackage

本書に必要な Python パッケージ
本書に含まれるコードは、Python のバージョン 3.5 を使って書かれています*5 。現
在利用可能な Python 3 の最新バージョンの使用を推奨します。ほとんどのコード例は、

Python 2.7 などの Python の古いバージョンでも実行できると思われますが、いくらか
修正が必要になるかもしれません。

Python と Python ライブラリをインストールするお薦めの方法は、Anaconda を使う
ことです。これは科学計算を行うためのライブラリをまとめた配布版です。Anaconda
*4
*5
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訳注：このスタイルは邦訳書で追加しました。
訳注：翻訳においては、Python 3.6.4 を使って本書のコードの動作テストを行いました。
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についての詳細な情報は https://www.anaconda.com で閲覧でき、また https://www.

anaconda.com/download/ からダウンロードすることもできます。読者のシステムに
Anaconda がインストールされると、次のコマンドで新しい Python のパッケージをイ
ンストールすることができます。

conda install NamePackage
本書では次の Python のパッケージを利用します*6 。

• IPython 5.0
• NumPy 1.11.1
• SciPy 0.18.1
• Pandas 0.18.1
• Matplotlib 1.5.3
• Seaborn 0.7.1
• PyMC3 3.0
PyMC3 の最新の安定版をインストールするには、端末ウィンドウ内のコマンドライ
ンで次のコマンドを実行してください。

pip install pymc3
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*6

訳注：2018 年 5 月時点では Anaconda 3.5.1 がリリースされており、翻訳においては、これをインス
トールしてコードの動作テストを行いました。各パッケージのバージョンは、IPython 6.2.1、NumPy
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